ご意見・ご質問への回答一覧表 【若者タウンミーティング】
〔日

時〕 平成29年3月30日
19:00～20:30
〔場
所〕 庁舎４階 ４０５会議
室
〔参加人数〕 ７名

NO

ご意見・ご質問内容

1

東温市では電車やバス、タクシー、
車などを利用する機会が多いと思う。
現在、西条市に住んでおり、東温市
へ帰省する際、桜三里を車で通行して
いるが、街灯がないところや夜間の凍
結などで怖い思いをすることがある。
今治方面から遠回りをすることも考え
なければならず、交通面での充実に
ついて検討してほしい。

2

3

自衛隊の方など、夜間が非常に暗
く、自転車で通るのがちょっとイヤだな
と感じており、街灯が増えると嬉しい。

松山市内で障がい者の就労施設で
作った製品を集めて販売するアルバ
イトをしていたが、お客さんからもっと
続けたらいいのにという意見やこの様
な施設が増えると関わる機会が多くて
いいという声を聞いた。
東温市で商品の販売機会を提供す
ると、多くの方が東温市を訪れてくれ
るのではないか。また、障がい者やそ
の家族の方に親しみやすくなるのでは
ないか。
なお、イベントということではなくて、
チャレンジショップという形での長期間
ずっと販売する店がほしいというお客
さんが多かった。

回答内容（今後の対応及びその理由など）

その他

国道１１号線の管理は、国土交通
省が行っています。
東温市と西条市の境で、出張所
が違っており、同一の対応が出来て
いない可能性もありますが、冬季
建設課
は、冬用タイヤや、タイヤチェーン等 （089-964-4472）
の装備により対応して下さい。
また、降雨時は連続雨量が300㎜
を超過した場合、通行止めになりま
すので、情報収集に努めて下さい。

市内の防犯対策として、区が実施
主体となり防犯灯を設置した場合
に、市から補助金を交付していま
対応可
す。
（次年度以降）
毎年区からの要望を取りまとめて
予算を確保していますので、区を通
じて手続きをお願いします。

検討中

担当課
（連絡先）

危機管理課
（089-964-4483）

愛媛県が今年１月から３月にかけ
て松山市大街道に開設した、「プラ
スニ エヒメ」という障がい者授産製
品取扱いショップに、約30事業所が
出店し、東温市内からも３事業所が
出店しました。
東温市でこのような事業が実施で
きれば、多くの方に訪れていただく
機会や、障がいのある方、ない方が
相互に理解し合う機会になることと
社会福祉課
思います。
（089-964-4406）
一定期間継続して店舗を構えるこ
とについては、出店事業所や店舗
を開設するための協力施設との調
整、費用面も含めた運営方法等、
多くの課題があります。
今後、愛媛県が事業を実施する
際には、東温市内の商業施設等を
候補に入れていただくなど、市内で
の実施に向けた働きかけ等につい
て検討していきたいと思います。

NO

ご意見・ご質問内容

4

免許証を返納された高齢者に対しバ
スの割引を伊予鉄道が実施している
と聞いたが良いことであると思った。
提案になるが、山間部から市の中心
部を巡回するバスを運行すれば、高
齢者などの買い物弱者への対応がで
きるのではないか。

5

健康日本一のまちづくりに向けて、
スポーツができる公園を増やしてみて
はどうか。
大きな公園は、東温市総合公園しか
ない。また、緑地公園はグラウンドの
状態が悪い。
サッカーの会場となるようなしっかり
と整備されたグラウンドが東温市には
無いため、施設（ハード）面の整備を
進めることで、交流人口の拡大につな
がる。

6

松山市で「歩行者天国」が好評で
あったと聞いた。東温市でも歩行者天
国のような形で朝市を実施し、野菜や
特産品の販売などを行うことで、新た
な交流が生まれるのではないか。

回答内容（今後の対応及びその理由など）

担当課
（連絡先）

その他

山間部の公共交通は、バス路線
などについての協議会を立ち上げ
検討を進めていますが、アンケート
調査では「バスに乗る」という意見
が多くても、実際にバスを運行して
みるとあまり乗車していただけない
のが現状です。
現在、伊予鉄道株式会社の協力
の下、過疎地でのバスの運行を
行っていますが、年間の運行経費、
約８千万円に対し、収益は約２千万
円で、約６千万円の赤字となってい
都市整備課
ます。
（089-964-4412）
その内、市から約２千万円を補助
している状況です。
利用者・頻度が増えなければ、費
用面で難しいところもありますので、
新たなバスの運行は、今後の大き
な課題であると考えています。
このようなことから、高齢者などの
買い物弱者対策については、民間
事業者が運営する移動スーパー等
の活用も含め様々な方法を研究し
ながら、対策を進めていきたいと考
えています。

その他

現在、新たな運動公園の整備予
定はありません。
また、重信川緑地公園は、多目的
グラウンドとして整備されたため、
サッカー専用グラウンドと比較する
生涯学習課
と十分な設備ではありませんが、で
（089-964-1500）
きる限り安価で気軽に利用できる市
民のグラウンドとして維持費と使用
料のバランスも考慮しながら、維持
管理に努めていきたいと考えていま
す。

対応済

現在、東温市では、「市民が主体
となる持続的かつ自立的なまちづく
り」を進めています。
市内中山間4地域（井内、河之内、
奥松瀬川、滑川）では、地区住民が
集落支援員や地域起こし協力隊と
連携して地域運営組織を形成して
おり、拠点施設を中心にサービスの
企画財政課
提供などを行い、交流が生まれる
（089-964-4401）
仕組みづくりに取り組んでいます。
また、横河原商店街では、商工連
盟の青年部が中心となって「朝市」
を隔月で開催（初回：4月2日）してい
ます。
今後も、地域の方々の自発的な
活動による持続的な地域づくりが進
むことを期待しています。

NO

7

8

9

ご意見・ご質問内容

アーティストなどの芸術分野の活用
に取り組まれるというお話があった
が、人を呼び込む何かをしてほしい。
実際に市内の小売店が無くなったりも
していて、物理的な意味合いでも暗く
なってきているのではないかと感じて
いる。

回答内容（今後の対応及びその理由など）

対応済

東温市も人口減少の流れにあり、
現在の人口推計では５０年後に１万
人程度減少し、人口が３万４千人か
ら２万４千人程度になると予想され
ています。
その対策の一つとして、舞台演劇
を核とした芸術性の高いまちづくり
（アート･ヴィレッジとうおん構想）に
企画財政課
よる知名度の向上を図っています。
（089-964-4401）
本構想は、人が人を呼ぶ好循環
を確立し、交流人口拡大による観光
関連産業・周辺産業での市内経済
の活性化（＝所得向上及び雇用創
出）を目指しており、将来の相乗効
果として、市内店舗への回遊性も視
野に入れ、取り組みを進めていま
す。

対応済

県下の市町で初めて「中小零細企
業振興基本条例」を制定し、地域と
企業がともに発展し、市民生活の向
上ができるまちづくりを目指してい
ます。
また、「東温市企業立地促進条
産業創出課
例」を制定するなど、企業誘致にも
（089-964-4414）
積極的に取り組んでおり、平成29年
度から、新規立地等に際し、東温市
民を新たに正規雇用した場合に奨
励金を支給する制度を創設するな
ど、市内の雇用創出に努めていま
す。

検討中

東温市では現在、スマートＩＣの整
備に合わせて、企業誘致の受け皿
となる工業団地整備事業を検討し
ており、新たな雇用が進むものと考
えています。

雇用を増やすことができないか。
松山市のベッドタウンとしての発展も
いいが、東温市に住みたくなるような
ことを考えてほしい。

若者の目線として、夜遅くに松山市
から東温市に帰宅する際、バスなどが
運行されていない。
また、松前町の商業施設（ショッピン
グモール）へのバスが運行されるとい
いのではないか。

担当課
（連絡先）

対応困難

建設課
（089-964-4472）
都市整備課
（089-964-4412）

松山市駅から東温市方面への電
車及び路線バスは、２２時３０分発
（日曜・祝日のバスは２２時００分）
が最終便となっており、金曜日のみ
電車は２３時００分発、バスは２３時
２４分発の便が運行されています。
これ以降の時間帯は、タクシー等
都市整備課
の利用をお願いします。
（089-964-4412）
商業施設（ショッピングモール）へ
の移動手段については、現行の公
共交通（郊外電車）を乗り継ぐことで
移動が可能であるため、新たなバ
スの運行は、費用面の問題から困
難であると考えています。

NO

ご意見・ご質問内容

将来、親の介護などによって地元
（東温市）に戻ってくることがあるかも
10 しれないので、今後も医療機関や介護
施設の充実に努めてほしい。

若者の間では、SNSを利用すること
が多いが、その中でインスタグラムで
は、東温市の菜の花畑、イチゴ、カフェ
などが紹介されているのをよく見かけ
11 る。
特に菜の花畑は、すごくきれいで「恋
人の聖地」のような形でPRし、マスコミ
なども活用して東温市の知名度を向
上してみてはどうか。

買い物弱者の対策として、移動スー
パーがある。
高齢者で移動スーパーのことをご存
12 知でない方が実際には多くいるので
はないか。
市と民間事業者が連携して、もっと
PRしてみてはどうか。

回答内容（今後の対応及びその理由など）

担当課
（連絡先）

検討中

今後、更なる高齢化が進み、要
介護者や認知症高齢者が増加し、
介護給付費の上昇が推測されま
す。
引き続き、市民のニーズを踏まえ
ながら、次期（H30～32）の介護保
険料を鑑み、介護保険施設等の充
実に努めていきます。

検討中

菜の花畑を運営している事業所
に、キャッチコピーの取入れなど、ご
提案いただいた内容を検討してい
ただくよう伝えます。
なお、現在、東温市では滞在型で
産業創出課
なく、地域資源を活用した日帰り型 （089-964-4414）
の観光を主にＰＲしています。
今後はＳＮＳも活用しながら、東温
市の知名度の向上に努めていきた
いと考えています。

対応困難

移動スーパーは民間事業者が実
施しているため、市がＰＲすることは
困難ですが、高齢者の買物対策の
長寿介護課
観点から、民間事業者に対し、ＰＲ （089-964-4408）
の充実を働きかけていきたいと考え
ています。

長寿介護課
（089-964-4408）

NO

ご意見・ご質問内容

回答内容（今後の対応及びその理由など）

街灯の話になるが、アルバイトをして
いて帰るのは夜の１０時ぐらいになる
が、公園の街灯など１０時ぐらいには
消えてしまい、暗い。
公園の街灯が１０時ぐらいに消えて

13 しまうのは、仕方ない面もあるのでは

その他

公園内の照明は、夜間の公園利
用及び施設管理のために設置して
いるものですが、場所によっては、
結果的に街灯としても利用できると
ころもあります。
都市整備課
これまでにも若者等のたまり場に （089-964-4412）
なり、騒音、悪戯などの迷惑行為が
発生した経緯がありますので、公園
周辺の住民の方への影響を考慮
し、午後１０時に消灯しています。

その他

東温市には、大型商業施設や開
発団地を中心とした「野田地区」、旧
重信町役場や愛媛大学医学部など
を中心とした「旧重信町中心市街
地」、重信川沿いの工業団地を中心
とした「川内町工業団地」、旧川内
町役場周辺の「旧川内町中心市街
地」、以上４つの地域を中心とした
市街化区域を設定し、国道・県道の
交通アクセスや公共交通網の整備
など、以前から、コンパクトシティの
考え方に近い形で都市計画を実施
し、効率的な行政運営に努めてい
ます。
都市整備課
現在、国が進めるコンパクトシティ （089-964-4412）
の考え方は、地域拠点の整備と各
拠点を結ぶ交通手段の確保など、
ハード整備に伴う投資経費と、その
運営方法、ランニングコストなどが
課題であり、長期的な視点に立っ
て、将来的にも持続可能な計画を
策定する必要があります。
このため、現段階では、その必要
性を見極めることが必要であると共
に、喫緊の課題には、地域の特色
に合わせた施策として、ソフト事業
を中心とした地域活性化を図ること
が適切であると考えています。

その他

災害時における助け合いなど、組
加入のメリットが感じられるような自
治会運営の在り方について、自治
総務課
会と連携して調査研究を進め、自治
（089-964-4400）
会への加入促進に繋げることなど
により、地域の連帯意識の向上に
努めたいと考えています。

ないか。街灯が増えて明るくなって、
いい面もあるが悪い面もあると思う。
教育面では、若者のたまり場となって
しまう。街灯が増えてほしいという思い
はあるが、要所に整備したのでもいい
のではないか。

人を呼び込むことも大切であるが、
流出を止めるように「コンパクトシティ」
14 という考え方も必要ではないか。東温
市に住んでいる人がもっと住みやすく
感じるとことが大事だと思う。

昔と違って地域間のコミュニケーショ
ンや近所付き合いなどが希薄となって
15 いる。回覧板などは大切である。
日頃の地域間コミュニティや連携が
重要となってくると思う。

担当課
（連絡先）

NO

ご意見・ご質問内容

年々、祭りの楽しさが減ってきている
ように感じる。若い方が少なく、盛り上
がりに欠けてきている。私たちの世代
の中で昔の盛り上がりを知っている方
は、今でも参加している。
地元に残る人は、田んぼで色々な遊
16 びをした人や地区で色々な行事に参
加して楽しい思い出がある人が多く、
各地区が盛り上がり、子どもの頃から
多くの楽しい思い出を作るようにすれ
ば、地元を離れる人も減っていくので
はないか。

回答内容（今後の対応及びその理由など）

検討中

地域の伝統行事や、自然の中で
遊んだ経験が幼少期にある方は、
その楽しかった思い出によってシ
ビック・プライド（＝郷土愛）が醸成さ
れ、次代のまちづくりの担い手とな
ることが期待されます。
企画財政課
行政主導の地域づくりでは限界が
（089-964-4401）
あるなか、地域づくりはひとづくりと
いわれるとおり、各地区の実情に
あった持続的な地域づくりができる
よう、牽引する人材や核となる団体
の育成を進める必要があると考え
ています。

その他

平成30年2月に、市主催で小学生
向けボールゲームフェスタを開催す
る予定があります。
生涯学習課
その際に日本トップリーグ連携機 （089-964-1500）
構から著名な元サッカー選手の派
遣が予定されています。

対応困難

2009年以前は東温市も愛媛マラソ
ンのコースの一部となっていました
が、当時のコースはアップダウンが
多く、アスリート向けの大会とされて
いました。
生涯学習課
2010年以降、市民マラソンとして
（089-964-1500）
生まれ変わった際、アップダウンの
少ない現在のコースへと変更された
経緯がありますので、当分の間は
現行コースが続くものと思われま
す。

小さい頃からサッカーをしていたの

17 で、有名なサッカー選手を呼んでほし
い。

愛媛マラソンが有名になっているの

18 で、東温市をコースに入れられない
か。

担当課
（連絡先）

※タウンミーティングでのご意見等のうち、特定の個人または団体等の誹謗、中傷、営利に
関わる内容や市政に関係のない内容については、掲載しておりません。

